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平成２１年（２００９年）５月２2 日 

教 育 委 員 会 資 料 

教育委員会事務局教育経営担当 
 

 

教育ビジョン実行プログラムの進捗状況（平成２０年度下半期の実績）について 

プロジェクト 

［担当分野］ 
平 成 ２ ０ 年 度 下 半 期 の 実 績 取組みの成果及び今後の課題 

Ⅰ幼児教育の 

環境整備 

[教育経営分野]

●幼児研究センター((仮称)子育て・幼児教育センター)の設置 

○調査研究 

・「幼児教育関連施設における遊びの実態調査」第２回実施（１１月）  

⇒ 児童館、公私立保育園対象 

・「中野の子どもの身体能力測定実施」（１０～１１月） ⇒ 測定協力園対象

○合同研究 

【年間継続型】 

・テーマ「就学前教育について」 

⇒研究期間 2年の 2年目、月１回開催 

研究メンバー10 名（公私立、保育園・幼稚園、幼研セ） 

  ・テーマ「乳児期（３歳未満児）の保育」  

⇒研究期間 1年の 1年目、月１回程度開催 

研究メンバー18 名（公私立保育園、認証保育所、私立幼稚園、幼研セ） 
【随時開催型】 

  ・「合同研究報告会」および「講演会」（2月） 

【取り組みの成果】 
(調査研究) 
・昨年の追加調査として、中野の子ど
もの「身体能力測定」及び「遊びの
実態調査」を実施し、子どもの実態
と課題を把握することができた。 

(合同研究) 
・研究を２コースに拡充したうえで、
公私立幼稚園教諭や保育士が共同で
研究を推進し、その成果を２月に発
表することができた。 

【今後の課題】 
(調査研究) 
・今後は、これらの研究結果を幼児教
育の現場で生かしていくための提言
を行なっていく必要がある。 

(合同研究) 
・今後も幼稚園や保育園の垣根なく保
育者同士が共同で研鑽しあえるよ
う、既存の研究体制との整理・統合
などを視野に入れながら、整備して
いく必要がある。  
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●幼児教育から義務教育への円滑な接続 

 

 ○合同研究 （固定メンバー型） 

・テーマ「就学前教育について」 

⇒研究期間 2年の 2年目、月１回開催 
研究メンバー10 名（公私立、保育園・幼稚園、幼研セ） 

 
  ○合同研究（随時開催型） 

・「合同研究報告会」（2月） 
・「講演会 幼児の生活や遊びの中の学び」（2月）  

※報告会と同日に実施 
 

【取り組みの成果】 

・初めての取り組みである公私立幼稚

園・保育園職員による合同研究を実

施し、就学前教育に共通する課題を

研究して、その成果を発表すること

ができた。 
【今後の課題】 
・今後さらに、幼児教育から義務教育

への円滑な接続に向けて関係機関が

連携を強化し、区全体で課題に取り

組んでいけるよう、幼児研究センタ

ーが中心となって研究体制を整備し

ていく必要がある。 

 

●区立幼稚園の幼児総合施設への転換 

・区と運営事業者と保護者による三者協議会の実施 

やよい   ＝ 10 月、12 月、2月 （第 2～4回） 

みずのとう ＝ 11 月、１月 （第 2～3回） 

 

・運営事業者による、子育て支援事業の委託実施 

やよい   ＝ 11 月～3月 全 12 回開催 

みずのとう ＝ 11 月～3月 全 12 回開催 

【取り組みの成果】 

・区立幼稚園から、保護者の多様なニ

ーズに対応した幼児教育・保育の機

会を提供できる認定こども園へと円

滑に転換することを目指し、在園の

保護者と運営事業者と区の三者によ

る協議会の開催や、運営事業者によ

る子育て支援事業の委託実施などを

行った。この結果、現在のところ計

画どおり平成 22 年 4 月から、私立の

認定こども園を開設できる見込みと

なっている。 

【今後の課題】 

・引き続き円滑な開設を目指し、施設

整備や認可申請などの諸手続きを、

保護者の理解を得ながら遺漏なく進

めていく必要がある。 
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Ⅱ豊かな心と 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

能力の育成 

[学校教育分野]

●コミュニケーションの基本となる力の育成 
 ・コミュニケーションの育成・伸張に関する研究資料等の説明・啓発 
 

 

【取り組みの成果】 

・各学校において、コミュニケーショ

ン能力育成の重要性が理解され、本

課題にかかわる校内研究を実施する

学校が増加した、（20 年度 19 校） 

・「確かな書く力の定着を通したコミ

ュニケーション能力の育成・伸長」

に関する資料を作成し、各職層にお

ける研修会において活用した。 

・「話す、書く、読む力」のすべてを肯

定的に自己評価する児童･生徒の割合

が増加した。（平成 18 年度 49％→20

年度 53.6％） 

【今後の課題】 

・校内研究等により、各校での取組みの

成果は出ているが、今後、例えば「書

く力」など、育てたい能力を焦点化

し、育成を図るための指導法や教材等

を開発し、全校で活用するようにして

いく。 

●体験活動の充実 

○自然体験 

・軽井沢「遊々の森」で小・中学校の活動はなし。 

○職場体験： 

・体験先リストの配付 

・中学校 6校が職場体験を実施 

○保育体験 

・中学生による保育体験の実施（3校） 

【取り組みの成果】 

・林間や臨海等、宿泊行事への参加率

が 85％から、93％に上昇した。 

・職場体験は、全中学校が実施するよ

うになり、３年間の中で全生徒が

低一度は体験するようになった 

【今後の課題】 

・ 低３日間の職場体験を確保できな

い学校もある。 

・中学生の保育体験は、全校で実施す

るようになったが、全生徒が体験で

きるようにするためには、受け入れ

先及び授業時数の確保、教育課程の

位置づけの明確化等の課題もある。 
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Ⅲ区立小中学校

の再編 

[教育経営分野]

●区立小中学校の再編 

（21 年度統合） 

○中野昭和小学校･東中野小学校統合委員会の運営（２回） 

  ・校章、校歌、学校指定品等、通学路、統合新校のあり方などについて協議 

○白桜小学校開校の準備 

 ・学校指定品等の支給 

 ・校旗、校歌レリーフ、備品等の購入 

 ・校名板等の撤去・取り替え 

○第一中学校･中野富士見中学校統合委員会の運営（２回） 

  ・校章、校歌、学校指定品等、統合新校のあり方などについて協議 

○南中野中学校開校の準備 

 ・標準服、学校指定品等の支給 

 ・校旗、校歌レリーフ、備品等の購入 

  ・校名板等の撤去・取り替え 

（23 年度統合） 

 ○野方小学校･沼袋小学校統合委員会 

  ・沼袋小特別支援学級の移転について情報提供 

 

◇学校再編計画の改定に向けた検討 

  ・20 年度統合新校開校における検証 

  ・統合新校開校における保護者・教職員等の意見の聴取 

・新たな中野の教育に向けた検討会議を設置し、検討していくことを方針決定 

 

【取り組みの成果】 

（21 年度統合） 

・中野昭和小学校・東中野小学校の統

合新校「白桜小学校」開設 

・第一中学校・中野富士見中学校の統

合新校「南中野中学校」開設 

【今後の課題】 

・学校再編により、通学区域が広がる

ため、保護者や地域の方などの不安

を解消するよう通学の安全対策を十

分に図っていく必要がある。 

・今後の学校再編は、新たな中野の教育

に向けた幅広い視点からの取り組みが

必要である。 

Ⅳ確かな学力を

育む 

[学校教育分野]

 

●２学期制の推進と長期休業日の見直し 

○小中学校全校における２学期制による教育課程の実施 
・年間指導計画の工夫 
・小学校の外部評価項目の設定による評価の実施 
 

○２学期制をより効果的に活用する平成 21 年度教育課程の編成 
 

【取り組みの成果】 

・全小・中学校において２学期制を導

入 

・教育課程の工夫（年間指導計画の工

夫） 

・長期休業期間を活用しての補習等の実施 
・通知表の工夫 
・全校で、夏季休業前又は夏季休業中に、

家庭訪問や三者面談を実施して、学力調

査結果の説明を実施するとともに、今後

の学習・生活の方針を相談した。 
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【今後の課題】 

・今後、外部評価による保護者アンケ

ート以外に教職員からの評価も行

い、完全実施を総括する。 

●連携教育の推進 

  ・体育・理科における小中連携合同研究会の実施 

・小中学校理科の内容の系統性を重視した新たな年間指導計画の作成 

・小中合同研究授業の実施（2回） 

・小中学校 15 の授業モデルの作成 

【取り組みの成果】 

・小学校と中学校の連絡協議会を年に 1

回一斉開催 

・保育園と幼稚園（公立・私立）と小

学校の連絡協議会をブロックごとに開

催 

・幼稚園教育研究会と小学校教育研究

会の合同研究（生活科） 

・小学校教育研究会と中学校教育研究

会の合同研修（理科） 

・体力向上委員会（委嘱委員会）によ

る、小中学校９年間の体育科・保健

体育科指導計画作成と授業モデルの

開発 

・教育マイスター研修の小中学校相互

授業研究参加（算数・数学、音楽、

国語） 

【今後の課題】 

・今後の連携・一貫教育についての検

討とともに、現在行っている交流・

連携事業の拡大・充実を図る。 

 

●学校支援ボランティア（スクールサポーター制度）の創設 
・中野区学校支援ボランティア制度について、ＰＴＡや地域に対し説明、区議会や
教育委員会等への報告、先行モデル校での実施 

 

【取り組みの成果】 

・制度はスタートしていないが、地域

や学校の実態にあわせて、すべての

学校で地域の人材がボランティアと

して活用されている。 

【今後の課題】 

・様々な意見を生かすため、学校支援

ボランティア制度としての運用が延
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期になっており、運用上の実質的な

支援が遅れている。 

 

Ⅴ特別支援教育

の推進 

[学校教育分野]

●特別支援教育の推進 

・区立全小・中学校、幼稚園における巡回相談の実施（１０～３月） 

・特別支援教育研修の実施 

・第七中学校特別支援学級(知的障害)整備工事の実施（７～１０月）及び開級準備

の終了 

・副籍制度の実施 

・就学移行支援の実施 

【取り組みの成果】 

・臨床心理士・医師による巡回相談を

実施し、教育的支援を必要とする子

ども一人ひとりに応じた支援方法

を、学校へ助言した。学校が支援の

実践・検証を行なうことにより、一

人一人の教育的ニーズに応じていく

環境ができ始めてきた。 

・子ども家庭部と就学移行支援を実施

することにより、小学校では入学前

の状況や支援方法が予め把握できる

ため、受入れるための体制を組むこ

とができ、支援も継続できた。 

・江原小学校と第七中学校に特別支援

学級(知的障害)を整備し、障害の場

に応じた教育の場の確保が進んだ。 

・副籍制度で、都立特別支援学校在籍

児童・生徒が地域の学校（地域指定

校）で子どもたちと交流を行うこと

により、地域指定校の子どもたちの

障害理解が深まり、また違う学校へ

在籍していても地域の一員という意

識が強くなっている。 

【今後の課題】 

・保護者の理解が得られていないケー

スも多く、学校の支援だけでは効果

があがらない。また担任だけでは授

業中の支援の実践が困難な場合もあ

る。 

・一貫した支援を継続するため、入学
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後の児童の支援方法や支援者の情報

等を一元管理できる体制が必要であ

る。 

・障害のある子ども、特に発達障害の

ある子どもの増加により情緒障害の

特別支援学級の需要が多くなってい

る。 

・平成２０年度の副籍希望者は特別支

援学級在籍児童・生徒の約４割であ

る。都の推進計画ではノーマライゼ

ーション社会の実現に寄与するとい

う理念を具現化するために副籍制度

が考えられたため、多くの児童・生

徒が交流希望をするような地域指定

校にしていく必要がある。 

 

Ⅵ健康の保持・

体力の増進 

[学校教育分野]

●体力向上プログラムの策定・実施 

・体力向上プログラムガイドラインの内容を検討し、改訂版を発行した。 

・体力向上プログラガイドラインの中野スタンダードを達成するための授業モデル

を新たに１５事例作成し、合計１６の授業モデルをガイドラインに掲載した。 

【取り組みの成果】 

・体力向上プログラムを全校策定 

・体力向上プログラムに基づいた体育

授業や学校行事の実施と体力向上ア

シスタントによる支援 

・中野区の到達目標（中野スタンダー

ド）の設定 

・中野スタンダード達成のための授業

モデル６領域(16)事例作成、ガイドラ

インに掲載し全校へ周知 

・フラッグフットボールの定着、大会

の実施 

・保護者、地域への啓発活動「体力向

上フォーラム」の開催 

・体力調査結果の向上 

【今後の課題】 

・健康にかかわる生活や行動の評価規

準と評価方法の見直しが課題 
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●食育の推進 
・栄養業務委託校を対象に栄養業務連絡会を開催した（１１月・２月）。 
・各校が学校給食を中心とした食育の推進を行うツールとして、「中野区版学校給
食食育リーフレット」を作成し、各校（児童生徒・給食試食会用）に配布した
（３月）。 

・各校における食育の推進を支援するため、都費学校栄養職員が作成した「給食指
導の手引き」を印刷し、全小中学校に配布した（３月）。 

【取り組みの成果】 

・各校に食に関する指導を含めた体力

向上プログラムを作成するよう働き

かけた結果、全校が位置づけを完了

した。３年間の食育の推進を通し

て、学校内で、食は生きる上での基

本であり、児童生徒が正しい知識を

学び望ましい食行動を実践できるよ

うに育成していくことが大切である

との認識が高まった。 

【今後の課題】 

・今後はそれを校内でかつ保護者と連

携しつつ具体的に実践していくこと

が重要であるが、実際には、学校間

に都費学校栄養職員配置校と栄養業

務委託校、さらには学校栄養士とし

ての経験に差があり、学校の中で継

続しにくい状況がある。 

 

Ⅶ生涯スポーツ

の環境整備 

[生涯学習分野]

●生涯スポーツの環境整備 

・小学校跡施設活用を想定した事業「健康スポーツ教室(体育指導委員会と共同)」

を実施。秋（10～11 月）4回 

・設立支援事業者との現地視察１回実施、定例会議 21 回実施、地域スポーツクラブ

運営提案のアドバイスを受ける 

・仲町小跡施設近隣住民説明会 1回実施 

・仲町小跡施設開設準備協議会 2回実施 

・仲町小跡施設基本設計説明会 1回実施 

・仲町小学校跡施設「地域スポーツクラブ施設整備計画」策定 

代表校長会にて地域スポーツクラブと学校運動部活動の在り方を検討 

【取り組みの成果】 

・小学校跡施設活用を想定した事業

「健康スポーツ教室(体育指導委員会

と共同)」を実施した（参加者…延べ

１，０８４人、実施日数…４３日、

実施種目…２２種目） 

・中野区の地域スポーツクラブ構想に

基づき、仲町小学校跡施設活用整備

に関する基本計画を策定した。 

【今後の課題】 

・地域スポーツクラブを法人化し、将

来はクラブの管理・運営だけでなく

区全域のスポーツ振興に関わること

のできるような組織体とする。 
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Ⅷ文化芸術の 

創造・発信 

[生涯学習分野]

 

●文化芸術活動の支援 

・中野区の文化芸術振興に関する基本的な考え方と具体的施策の検討の方向性を確認 
・ 区内の貴重な文化財としての建造物を把握するため、「大正・昭和前期建造物調

査」を実施 

【取り組みの成果】 

・文化施設に指定管理者制度を導入し、

効率的で、より利用しやすい施設運営

を行った。 

・区内の文化芸術団体の発表の場となる

催しや、演劇団体との共催事業などを

指定管理者に委託して実施し、中野ら

しい文化の発信に努めた。 

・芸能活動拠点の検討・整備及びイベン

ト等については区長部局が、文化芸術

振興等については生涯学習分野が担当

するよう、考え方が整理された。 

・「大正・昭和前期建造物調査」につい

ては、平成１９～２０年度の２か年を

かけて区内全域に関して、該当建造物

の把握が完了した。 

【今後の課題】 

・これまでの検討結果を元に文化芸術振

興プログラムを策定する。 

・「大正・昭和前期建造物調査」につい

て、平成２１年度はこの中から重要建

造物を選択して、内部の詳細調査に入

る予定である。その調査結果について

は平成２２年度に調査報告書を刊行し

て、事業完了とする。 
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●中野区ゆかりの作家・文化人などに関する文化資料の収蔵･展示 

○中央館展示の実施（11 月） 

「生誕 150 年 不思議博士・井上円了」（東洋大学、なかのＺＥＲＯと共催） 

著作展示・特別展示・講演会、実施後二次資料（冊子）を作成・配布 

○地域館展示の実施（全７館）（10 月～2月） 

本町 「三遊亭円楽」、野方 「田中澄江」、南台 「俵萌子」、鷺宮 「壷

井栄」、東中野 「沢野ひとし」、江古田 「平林たい子と円地文子」、上高

田「三輪秀彦」 

【取り組みの成果】 

・収集方針の改定、作家・文化人の調

査と資料収集、展示実施体制の整

備。 

・展示等の事業を全館で実施。 

・展示を契機に関連図書の貸出増加。 

【今後の課題】 

・一過性でない取り組みと周知活動が

必要。 

・図書館、委託事業者、関係団体等の

連携推進。 

 

Ⅸ教員の人材 

育成 

[学校教育分野]

●教育マイスター制度の導入 

・平成２０年度教育マイスター候補者の研修会を実施（回数１５回） 

・平成１８・１９年度認定の教育マイスターを講師とした年次研修会等の実施（回

数１回） 

・平成２０年度教育マイスターとして８名を認定。平成１８年度からの認定者数は

２１名。 

【取り組みの成果】 

・教育マイスター研修の実施、マイス

ターの認定（21 名） 

・教育マイスター研修における、同一

教科の小中学校の連携 

・教育マイスター認定者による長期授

業公開講座の実施 

・教育マイスター認定者による、若手

教員研修での師範授業の公開及び若

手教員育成のための指導の実施 

【今後の課題】 

・教育マイスター認定期間終了者の更

新研修のあり方の検討が課題 

・教育マイスター認定者の昇任、異動

等による減少と新規研修生の発掘 
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●私学等との教員交流の推進 

・東京大学教育学部佐藤学教授が第三中学校の講師として校内研修の指導 

・小教研算数部で国立学園小学校校長守屋義彦先生が講師として指導 

・塔山小学校で筑波大学附属小学校の教諭３名が講師として指導 

【取り組みの成果】 

・東京大学付属中等教育学校の校内研

究会へ、中野区立学校教員の参加 

・第三中学校と東京大学付属中等教育

学校との連携による「学び合い授業

（学びの共同体）」の研究の継続実

施 

【今後の課題】 

・東京大学付属中等教育学校以外の国

私立学校との連携が継続していない

ことが課題 

 

●将来の教員の人材育成 

・目白大学学生の観察実習の実施…小学校２６校で３１名が実施 

・目白大学大学院生による臨床実習の実施…小学校４校で９名が実施 

・国士舘大学及び青山学院大学の教職課程を取っている学生に対して指導主事が講

演を実施 

【取り組みの成果】 

・目白大学の観察実習受入と実習生の

継続的なボランティア活動を制度化

し、大学との協定を締結 

・観察実習生及び受入校の拡大 

・大学との連携による、心理実習や学

校支援のためのボランティア受け入

れを実施する小・中学校増加と連携

する大学の開拓 

・教職課程設置大学において、指導主

事が学生に対して、教員の職務内容

や魅力について講義を実施 

【今後の課題】 

・学校スタッフを希望する学校が増加

しているが、拡大のための予算措置

の必要性についての検討が課題 
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Ⅹ学校環境の 

整備 

[教育経営分野]

[学校教育分野]

●バリアフリー化の推進 

・21 年度バリアフリー化する学校を決定した。 

 

【取り組みの成果】 

・11 校のバリアフリー化を実施し、障

害のあるなしにかかわらず、自由に

行動できる教育環境が整備できた。 

【今後の課題】 

・段差解消のため長いスロープが必要

となり、その設置方法や工事方法に

工夫が必要となっている。 

 

●校庭の芝生化 

・21 年度、屋上緑化を含めて芝生化する学校を決定し、保護者、地域等の説明会を

実施した。 

【取り組みの成果】 

・６校の校庭を芝生化した。芝生化し

た学校では児童が校庭を走り回る等

積極的に活用されている。また、大

きな怪我が減少した。 

【今後の課題】 

・冬芝の種を蒔いたあとの養生期間

（約３週間）の遊び場の確保。 

・芝生の育成保護のための運動制限が

必要となること。 

 

●教育情報環境の整備 

・H21.1 「校内ＬＡＮ設備新設工事」 

・H21.2 「校内ＬＡＮ機器類（パーソナルコンピュータ等）の買入」 

・H21.3 「校内ＬＡＮ活用の手引き」（運用マニュアル）作成 

【取り組みの成果】 

・平成 21 年５月に、区立小・中学校全

校において校内ＬＡＮの導入が完了

し、区立学校における情報環境の整

備はほぼ完了した。 

【今後の課題】 

・ＩＣＴ機器類が学校教育に有効に活

用され、あわせて「中野区立学校セ

キュリティポリシー」に基づき情報

セキュリティが確保されるよう、研

修の充実や体制の整備を図る必要が

ある。 

・学校間をネットワークで接続して学

校間での情報の共有を図り、あわせ

て業務ごとに個別に導入されている
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システムを、校務支援システムに一

元化し、一層の校務事務の効率化を

図る必要がある。 

● 学校安全対策の充実 

（学校教育） 

 ・各小中学校において地域住民、保護者と連携した登下校時の安全対策の実施 

 ・各小中学校においてセーフティ教室の実施 

（教育経営） 

・不具合な箇所についての修理をしている。 

 

【取り組みの成果】 

・学校、園における防犯カメラ・正門

等施錠システムの運用が行われ、学

校情報配信システムの整備について

もシステム登録者が７５％を超えて

いる。 

・平成 19 年度に小中学校全校に防犯カ

メラ及び正門等施錠システムを導入

し、各校において適切に運営されて

いる。これにより侵入者の防止が図

られ、学校の安全性を高められた。 

【今後の課題】 

・学校の施錠システムの改善、ボラン

ティアなどによる子どもの安全指

導・防犯パトロールの実施、情報モ

ラル教育の推進、保護者への啓発推

進 

・各校で施設構造も異なり、現在の施

錠システムだけでは安全面において

必ずしも万全とは言えず、施錠シス

テムの改善など安全性をより高める

方策を今後検討していく必要があ

る。 
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プロジェクト 成 果 指 標 
 指標とする理由 実    績 

20 年度目標値 
策定時 20 年度末 

Ⅰ幼児教育の環境

整備 

公立・私立、幼稚園・保育園が合

同で実施した協議会等の回数 

連絡協議会等の充実により、公・

私、幼・保を超えた幼児教育に携

わる教員・保育士の相互理解が進

み、幼児教育の質の向上が期待で

きるため 

年１回 
（１７年度） 

年１８回 
（２０年度） 

年４回 

Ⅱ豊かな心とコミ

ュニケーション

能力の育成 

「話す、聞く、書く、読む力」全
てについて､自分は「できる」又
は「まあまあできる」と答えた子
どもの割合 

コミュニケーションの基礎とな
る力が子どもに定着しているか
を示すため 

４５．６％ 
（１６年度） 

５４．６％ 
（２０年度） 

５５．０％ 

Ⅲ区立小中学校の

再編 

中野区立小中学校再編計画に基

づく、統合新校の設置数 

区立小中学校再編の進捗状況を
示すため 

－ 

統合新校 
・小学校１校 
・中学校１校 
（２０年度） 

統合新校 
・小学校１校 
・中学校１校 

Ⅳ確かな学力を育

む 

中野区学力にかかわる調査項目
（８４観点）のうち、目標値を達
成した子どもが７割以上いる項
目の割合 

子どもたちの学力の状況を示す
ため 

４５．２％ 
（１７年度） 

５６％ 
（２０年度） 

５５．０％ 

Ⅴ特別支援教育の

推進 

「学校は、一人一人の生徒のよさ
や可能性を伸ばす教育活動を行
っている」と感じている保護者の
割合 

特別支援教育の推進が図られて
いるかを示すため 

小学校 
６８.７％ 
中学校 

４６．１％ 
（１７年度） 

小学校 
６９.３％ 
中学校 

６３.６％ 
（２０年度） 

小学校 
６５．０％ 

中学校 
４７．０％ 

 

プロジェクトごとの成果指標と目標値 



１６ 

 

Ⅵ健康の保持・体力

の増進 

 

①体力テスト８種目の結果（小学
校６年生・中学校３年生の平均
値） 
 ※８種目＝握力、上体起こし、

長座体前屈、反復横跳び、20
ｍシャトルラン、50ｍ走、立
ち幅跳び、ボール投げ 

子どもたちの体力が向上してい
るのか、低下しているのかを示す
ため 

 

調査８種目中(中学は９
種目)、都平均を上回って
いる種目数 

 ・小６男子 ２種目 

・小６女子 上回る種目なし

 ・中３男子 ６種目 

・中３女子 ５種目 

（１６年度） 

 
 
調査８種目中(中学は
９種目)、都平均を上回
っている種目数 

  ・小６男子 ６種目 

・小６女子 ７種目 

  ・中３男子 ６種目 

・中３女子 ７種目 

（２０年度） 
 
 

・小学校６年生 
半数以上の種目
において都平均
を上回る 

・中学校３年生 

  全種目において

都平均を上回る 

②体育の授業以外で「毎日スポー
ツをしている」又は「スポーツを
している日の方が多い」と答えた
子どもの割合 

体力の低下の原因は、身体を積極
的に動かす機会の減少にあるこ
とから、運動をする機会をどれだ
け確保しているか、また、体力の
低下の傾向に歯止めがかかった
か否かを示すため 

・小学校４年生  
 ５５．２％ 

・中学校１年生   
６３．２％ 

 （１７年度） 

(調査実施せず) 

・小学校４年生 
  ６０．０％ 

・中学校１年生 

    ６８．０％ 

 

Ⅶ生涯スポーツの

環境整備 
地域スポーツクラブの設置数 

多様なスポーツニーズに応じた
地域のスポーツ活動が行える場
が提供されていることを示すた
め 

－ 
０箇所 

（２０年度） 
１箇所 

Ⅷ文化芸術の創造・

発信 

①文化施設の利用率（利用枠充足

率） 

多くの人に利用され、施設の利用

率が高まることは、広く文化芸術

活動が行われている目安となる

ため 

７７．４％ 
（１６年度） 

７７．９％ 

（２０年度） 

８４．０％ 

 

②中野区ゆかりの作家・文化人な
どに関する図書館での講座・展示
の回数 

展示や講座の開催回数が増える

ことは、中野のまちに根ざした文

化芸術の情報を広く発信してい

くことにつながるため 

・展示  １回 
・講座 未実施 
 （１６年度） 

・展示    ８回 

・講座  未実施 

（２０年度） 

・展示  ８回 

・講座  ２回 



１７ 

 

 

Ⅸ教員の人材育成 

「学校の教職員は、地域や保護者
から信頼を得ている」と感じてい
る保護者の割合 
 
 

地域や保護者から信頼される教

員としての育成が図られている

かを示すため 

・小学校６５．４％ 
・中学校６１．２％ 
 （１６年度） 

 
 
 
 
 
 
 

・小学校８２．７％ 
・中学校７１．９％ 

（２０年度） 
 

※「学校は、熱意をもっ

て指導に取り組んでい

る」と感じている保護者

の割合 

・小学校７０．０％ 

・中学校６５．０％ 

Ⅹ学校環境の整備 
「学校は、学校施設の整備や維持
補修を適切に行っている」と感じ
ている保護者の割合 

学校の整備等が適切に行われて
いることを示すため 

・小学校６５．４％ 
・中学校６３．６％ 
 （１６年度） 

・小学校８４．３％ 
・中学校８１．５％ 
   （２０年度） 

・小学校６７．０％ 
・中学校６５．０％ 


